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平成 30 年度 第４回我孫子市子ども・子育て会議 会議概要 

  

１．開催日時 平成 30 年 12 月 15 日（土） 午前９時 00 分～11 時 15 分 

  

２．開催場所 市役所分館大会議室  

  

３．出席者  

（委員）  

箕輪会長、伴副会長、太田委員、池田委員、鎌田委員 、増田委員、 

菅原委員、会田委員 間弓委員 

（市職員） 

森子ども部長、星子ども部次長兼保育課長、阿部子ども相談課長 

遠藤こども発達センター所長 

（事務局）  

子ども支援課：岡本課長、中場課長補佐、山本主任 

 

４． 議題  

（１）市民意識調査等調査票について 
（２）認定こども園等の利用定員について 

 
５.その他 

 
６．配付資料  

資料１ ニーズ調査票 未就学児の保護者用 
資料２ ニーズ調査票 小学生の保護者用 
資料３ 我孫子市子ども総合計画策定のためのニーズ調査設問趣旨 
資料４ 意識調査票 小学生本人用 
資料５ 意識調査票 小学生の保護者用 
資料６ 意識調査票 中学生本人用 

 資料７ 意識調査票 中学生の保護者用 

 資料８ 認定こども園等の利用定員について 
 

７.議事要旨 

【事務局・岡本課長】  

定刻となりましたので、ただいまから第４回「我孫子市子ども・子育て会

議」を開催いたします。 
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本日は，大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

子ども支援課長の岡本です。よろしくお願いいたします。 

会議に先立ちまして、我孫子市では、審議会等の会議は、原則公開となって

おり、本会議につきましても公開での開催となっております。 

また、会議録についても、ホームページ等で公開いたします。会議録作成の

ため、本日の会議は録音させていただきますので、ご了承ください。 

本日の会議には、全委員 10 名中９名のご出席をいただいております。    

子ども・子育て会議条例第６条、第２項及び第３項の会議開催要件、出席委

員は委員の半数以上であり、定足数を満たしておりますことをご報告いたし

ます。    

 

続きまして、本日、配布した資料等の確認をさせていただきます。 

― 資料確認 ― 

不足等ございましたら事務局にお申し付けください。 

 なお、本日も子ども総合計画策定の支援をしていただきます、株式会社名豊

の糸魚川さんに同席していただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、我孫子市子ども・子育て会議条例 第６条 第１項により、こ

の後の議事進行は、箕輪会長にお願いいたします。 

 

【箕輪会長】    

みなさんよろしくお願いします。本日の傍聴人はおりません。ご報告いたし

ます。それでは、次第に沿って進めます。 

 

 
（１）市民意識調査等調査票について 
【箕輪会長】  

はじめに、議題(1)市民意識調査等調査票についてのうち、資料１、ニーズ

調査票未就学児の保護者用についてですが、特にみなさんからのご意見等は無

かったとのことです。したがって、この調査票については確定とすることでい

かがでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

【箕輪会長】  

次に、資料２、ニーズ調査票小学生の保護者用についてです。 
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こちらについては、委員からのご意見により修正がありましたので、事務局

より説明をお願いします。 
 

【事務局・中場】  

修正箇所は、11 ページ問 17、あびっ子クラブの設問について、「あびっ子ク

ラブの登録有無と利用頻度の設問を分けてほしい。」との意見をいただきまし

た。放課後担当と協議し、分けることにより、より細かいデータが取れるとい

うことで、「全く利用していない、または登録していない」と１つの選択肢だ

ったものを、「登録しているがほとんど利用していない」と、「登録していな

い」に分けました。このほかにはご意見などはありませんでした。 

 

【箕輪会長】   

修正は、問 17 あびっ子クラブの選択肢を分けた部分ですが、これについて

は、ご意見ありますでしょうか。 

それでは、ニーズ調査票小学生の保護者用については、修正後の内容で確定

といたします。 

次に、資料４から資料７、意識調査票小学生及び中学生本人用と、その保護者

用について、まずは調査の目的を事務局よりお願いします。 

 

【事務局・中場】  

我孫子市子ども総合計画は、子ども・子育て支援法に基づく「子ども子育て支

援事業計画」と次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」の２つの

計画を一体的に整備しています。ただ今確定した２種類の調査は、子ども子育て

支援事業計画策定のためのニーズ調査です。 

資料４から資料７の調査は、次世代法に基づく行動計画のための調査となり

ます。市の子ども施策の今後の方針を決定する上での参考資料とするため、小学

生は５年生、中学生は２年生を対象にし、またその保護者の方にも調査を行いま

す。調査内容は、生活習慣や子育て・子育ちなどに関する意識の把握を目的とし

ています。こちらの意識調査は市が独自で行うものです。 

 

【箕輪会長】 次に、各調査票の設問趣旨等の説明をお願いします。 

 

【㈱名豊・糸魚川さん】  

小学生本人用、小学生の保護者用について、設問趣旨等の説明。 

併せて、中学生本人用と中学生の保護者用は、設問は同じであり、中学生に合



4 

 

った文言にしていることの説明。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございました。ただいま説明のありました４種類の調査票について、

庁内の作業部会や推進委員会を経て修正を終えた内容である、とのことです。 

また、この調査票に対してのご意見は、この会議の場のみとなりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それではまず、小学生本人用について、ご意見などお願いします。 

 

【太田委員】 

３ページの問９です。中学生の枠なんですけど、比較の部分ではあれですが、

小学生から中学生になるにしたがって、困ったとき誰に相談するか。小学生低学

年は大体親です。私の経験では。小学生高学年から中学生になってくると親でな

く友達になってきますが、友達の中で部活動のウエイトが高いので、先輩後輩と

いう回答も出てくると思います。信頼できる先輩とか。先輩は絶対に友達ではな

いです。 

そのときに「その他」に入るかもしれませんが、１番聞きたいのだとしたら、

やはり子どもは誰に相談するのかといえば、親でも友達でもない、部活の先輩だ

ということが、資料を見ていて、中学生本人用の３ページの問９でも全く同じで

す。中学生でも友達かといったら、やはりここは信頼できる後輩ができたときに

は、悩みとかあるので、そのところが今まででやったのと比較するならば、新た

に入れるのは厳しいかもしれませんが、その観点はどうなのかと質問します。 

 

【事務局・中場】 

ありがとうございます。選択肢に加えることは可能ですので、ご意見を参考に

加えたいと思います。 

 

【事務局・岡本課長】 

表現は部活動とかの区切りでなくて、「先輩」ですか。 

 

【太田委員】 

「先輩、後輩」でも良いと思います。 

 

【事務局・岡本課長】 

ありがとうございます。 
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【箕輪会長】 

他にいかがでしょうか。では順番にお伺いしますので、ご意見ありましたらい

ただきたいと思います。伴副会長からお伺いできますか。 

 

【伴副会長】 

とくに無いのですが、今回どうするかは別として、基本属性として性別を聞く

必要があるのかと、引っかかっています。 

今ＬＧＢＴＱ等が話題になっており、クラスの中で１人や２人は必ずいるとい

うときに、アンケートで性別を括るのはどうなのかと思いました。例えば、保育

ニーズだとかの施設的な整備の問題として必要があるのであれば、聞いた方が

いいかもしれませんが、男女別分析がどこまで必要なのか気になります。今回の

分析結果を踏まえて、次回は検討していただきたいと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。男女別は特別に必要なのでしょうか。 

 

【事務局・山本】 

ここは庁内でも議論になり、案としては「その他」という選択肢もありました。

性別があった方がいろいろと比較できることもあるかと思い、性別の設問は残

すことになりました。 

 

【事務局・岡本課長】 

お子さんに聞くことへの配慮ということであれば、保護者側の設問でもお子さ

んの性別を聞いていますので、その部分からデータを拾うことは可能です。 

あえて子どもの調査票から性別の設問を消した方がいいというご意見であれ

ば消しますが、庁内の議論では、今回大きな調査の中でデータを取るという意味

においては、「男、女」の区分でいいのではないかとなりました。 

 

【増田委員】 

データ項目は多い方がいいことがあると思います。 

 

【箕輪会長】 

最近の研究や社会調査だと、「不問」、「聞かれたくない」、「その他」などの選

択肢を用意しているところもあります。その選択肢を置いておくのも１つかも

しれません。 
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【増田委員】 

男性、女性、性別その他というのはまだ早いですよね。だったら多分無回答に

なると思います。 

 

【事務局・山本】 

はじめの案では「１男の子」、「２女の子」、「３その他」が入っていましたが、

自分は性別が男性だとしても、心が女の子なら女の子に丸をつけてもらえるの

ではないかということで、庁内の議論を経で「１男の子」、「２女の子」となりま

した。 

 

【増田委員】 

戸籍上の性別で答えるとは限らないです。自分がそう思って性別を答える人も

いるかもしれません。これはあえてそのままにしませんか。 

 

【箕輪会長】 

これは男と女の２つの性しか存在していないという市からのメッセージで子

ども達に捉えられる可能性があります。「その他」や「答えたくない」の選択肢

があることそのものが、そういう子がいることを市として受け入れていきます

という、質問者の思いやメッセージとなる可能性があって、そこをどう考えるか

だと思います。 

 

【㈱名豊・糸魚川】 

先ほど事務局から話がありましたが、この部分については作業部会でも色々と

意見が出たところです。 

とくに子どもの方については、学校配布その場で回収しますので、例えば自認

している性別を、本来の戸籍とは違うところに丸を打った場合は、もしかすると

周りのお子さんから見られる可能性もあるのではないかとのことで、非常に配

慮していかないといけません。今のご意見をいただくと、一案としては先程事務

局からもありました、仮に本人に性別の回答が無かったとしても、親の回答から

性別を把握することができますので、性別でのクロス集計は子ども本人の方も

かけることができます。 

さらに性別で悩んでいる方については、「答えたくない」などの設問を準備し

なかったとしても、悩んでいる内容で性別のことというのが選択肢で準備して

ありますので、それで把握できるのではないかということで、子ども本人のこと

については、性別を聞く設問を抜いたとしても、十分意図とする部分は分析でき

るのではないかと思います。 
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【箕輪会長】 

調査票が、子どもからの回答は戻るけれども、保護者から戻らない可能性があ

ったときには、できないですよね。 

 

【㈱名豊・糸魚川】 

そうです。 

 

【箕輪会長】 

例えば、他の子の書いたものを見ることがあるのも確かにそうだと思うので、

その性別は聞いておくけど、それを答えたくないなら答えなくても構いません

とか、そういうリード文を入れておくと、書かないこともできるかと思いました。

男女取った方が、保護者から戻ってこなかった場合の集計を考えると。 

 

【会田委員】 

そのままアンケート用紙は、実際に教室で書いてもらって、個別に封筒等に入

れて回収しますよね。やはり年頃としては、人の答えが気になる年頃なので、チ

ラッと見えたことがあって、それが噂で広がってしまうのは可哀想かなと思っ

たのですが。 

 

【事務局・山本】 

回収方法について、事務局としてはそのように予定していましたが、教育委員

会側とも協議し、先生側で回収する際に配慮するので封筒は不要とのことで、結

果的に調査票をそのまま回収することになりました。 

先生方に他の子に見えないような方法で回収してくださいとお願いしていま

す。調査票は、回答し終えて閉じると中身が見えないようになっているので、ク

ラス内で先生が回収しやすい方法で、配慮して回収していただくということに

なっています。 

 

【間弓委員】 

問９については削除を含めて検討、あとは会長がおっしゃったようにリード文

をつけてはどうでしょうか。 

 

【㈱名豊・糸魚川】 

「回答したくなくても答えなくても良い」という一文を入れることについて、

この問１だけに限定するのか、全体を通して回答したくない場合は、回答しな
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くてもいい、とするのか。どちらがよろしいでしょうか。 

【増田委員】 

問１だけに限定すると、無記入にした生徒は悩んでいますと言っているような

ものですね。それはいかがでしょうか。また、全体を通して回答したくない場合

は、回答しなくてもいい、とすると、多分必要なデータが集まらなくていいです

と捉えられる恐れがあります。今回は、修正せずこのままの内容として、今後問

題が生じれば次回にそれを活かして内容を修正しても良いと思います。 

 

【伴副会長】 

今回も分析する際に、男女別の統計が必要だったのかも含めて、分析していた

だければと思います。 

 

【事務局・山本】 

承知いたしました。 

 

【太田委員】 

小学生用でいうと、５ページの問 17、将来やりたい仕事についての設問です。

11 月に湖北地区公民館に高校生６名がインターシップで３日間来ました。３日

間いろいろ体験したりして、話す機会があったので、将来何になりたいのかを１

人１人に聞いてみました。６人中５人は将来の自分がイメージできない、大人に

なる自分が分からないと言っていました。高校２年生です。 

その現実と、私が小学校の現場にいた経験とを踏まえると、５年生の時点でや

りたい仕事がはっきりと決まっているのは、少し厳しいかと思います。まだ低学

年はお姫様になりたいとか猫になりたいとかいろんな子がいて、キャリア教育

がやりたい仕事がなんとなく決まるきっかけ作りになるとしたら、私はこのキ

ャリア教育は大事だと思っています。 

その意味においても、とても大事な設問なので、例えば１番でしたら「やりた

い仕事がはっきりと決まっている」ではなく「やりたいと思える仕事がある」と

してはどうでしょうか。２番は「決まっている」ではなく「やりたい仕事が何と

なくある」、３番でしたら「やりたい仕事を考えているが、まだ分からない」、４

番はこのままでいいと思います。 

私がそのとき先ほどの高校生に言ったのは、自分は教員になったけども教育学

部でも何でもないし、大学に行ってたまたま塾でアルバイトしていたら、教える

のは面白いなと思って、それから大学で教員免許を取ったりした。だから、別に

今高校生のあなた方がすぐに職業をイメージできなくてもそれはいいんだよと。

ただ、これから何かのきっかけを掴んだときに、これは面白いという感性は持っ
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てないといけないという話をしたのですが、５年生のレベルで「決まっている」

という断定表現は、実態と離れていて、子どもが困惑してしまうのではないかと

いう気がしました。 

 

【事務局・山本】 

ありがとうございます。こちらの意見については反映が可能かと思いますので、

表現を改めたいと思います。 

 

【会田委員】 

太田委員の話を聞いて、５年生なので、やりたい仕事よりも、興味や関心があ

るというところが大事なのかなと思ったので、興味や関心がある職種はありま

すかという聞き方をした方がいいと思います。 

 

【箕輪会長】 

では、このようなかたちにすることでよろしいですか。増田委員、お願いしま

す。 

 

【増田委員】 

特にこのままでよろしいと思います。 

 

【箕輪会長】 

菅原委員、お願いします。 

 

【菅原委員】 

特にこのままでいいと思います。 

 

【箕輪会長】 

池田委員、いかがでしょう。 

 

【池田委員】 

私もこのままでいきたいと思います 

 

【箕輪会長】 

会田委員、いかがでしょうか。 

 

【会田委員】 
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特にありません。 

 

【箕輪会長】 

鎌田委員、いかがでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

特にありません。 

 

【箕輪会長】 

間弓委員、いかがでしょうか。 

 

【間弓委員】 

問９の「困ったとき、誰に相談しますか」のところで、私にも小学校５年生の

娘がいるので、彼女が誰に一番相談しているかを思ったときに、親戚の中に「い

とこ」を入れていただくと良いと思いました。親戚の中にいとこも入ると気づか

ないと思うので、「いとこ」の言葉を入れていただくと、アンケートに答えやす

いかと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。そのようなかたちにしていただけたらと思います。い

とこや親戚のお兄さんお姉さん、親戚の子どもとか、多分はとこがいますね。 

 

【間弓委員】 

そのとおりです。 

問９の「11．自分で解決する」と「12.相談したいが・・・」は、相談先が無

くて自分で解決するしかないのか、自分で解決したいのか、自ら解決しようとい

う意思を含むのか含まないのかが気になりました。 

また、最後の６ページの児童相談所、全国共通３桁ダイヤルの認知度について

の設問です。児童相談所の「１８９（いちはやく）」の説明文について、子ども

が読むので「子育てに悩んだ時」ではなくて、「親のことで悩んだ時」とか子ど

もの言葉に変更したほうが良いと思います。虐待という言葉を今の子は知って

いるかもしれませんが、例えばおうちの人に叩かれるとか、食事がもらえないこ

とがあればというように、なにか例を入れた方が良いのではないでしょうか。 

 

【事務局・山本】 

承知しました。 
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【箕輪会長】 

では、次に資料５の小学生の保護者用について、お一人ずつご意見いただきた

いと思います。 

 

【伴副会長】 

保護者用の問 10 で配偶者についての設問があります。「配偶者（またはパート

ナー）」と設問文には書いてありますが、だったら選択肢の６番の「配偶者」に

も「（パートナー）」と入れていただいたほうがいいかと思います。 

 

【増田委員】 

問 10 の質問の趣旨ですが、回答の想定として「配偶者（またはパートナー）

は、あなたの悩みや心配ごとなどの話を聞いてくれますか」の質問に対して、１

から５までありますよね。最後の「６配偶者はいない」は、配偶者はいないけど

パートナーはいることを想定していますか。 

 

【㈱名豊・糸魚川】 

趣旨としては、配偶者イコールパートナーという捉え方です。 

 

【増田委員】 

それでは、「６配偶者（またはパートナー）はいない」とした方が良いと思い

ます。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。太田委員、いかがでしょうか。 

 

【太田委員】 

確認ですが、２ページの問９の２番は「この子を産んでよかったと思える」の

「この子」は、この調査票をもってきた子ということでいいのですよね。 

 

【㈱名豊・糸魚川】 

そうです。問 12 あたりの考え方と同じです。この調査票を持ち帰ったお子さ

んということです。 

 

【箕輪会長】 

増田委員、いかがですか。 
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【増田委員】 

問９について、今の太田委員の話にありましたが、設問を読んだだけで親が認

識できるでしょうか。設問に「この調査票を持ち帰った子についてどうですか」

と入れた方がはっきりするのではないでしょうか。 

 

【事務局・中場】 

この調査票の表紙の協力のお願いをつけているのですが、「ご記入にあたって」

の２番目に調査票を持ち帰った子について回答するよう注意書きを入れてあり

ますが、いかがですか。 

 

【増田委員】 

親御さんがきちんとその趣旨が分かって書けるのであれば良いですが、勘違い

する可能性もあるので、全てについて記載した方が良いと思います。 

 

【事務局・岡本課長】 

糸魚川さんと相談したのですが、お子さんの考えと親の考えをひも付けしな

いといけない部分については調査票を持参した子について、それ以外について

は全体の子育て観を聞くことで問題ないとのことです。そこで、調査票冒頭の注

意事項からは「調査票を持ち帰ったお子さんについてご記入ください」との言葉

は削除して、実際に特定したい部分に「調査票を持ち帰ったお子さんについて伺

う」と記載し、それ以外は記載しない。親子のひも付けが必要なところとそうで

ないところを区別して、記載する方向で調整したいと思います。 

 

【箕輪会長】 

そのようにお願いします。 

 

【箕輪会長】 

菅原委員、お願いします。 

 

【菅原委員】 

問 11 に、児童虐待に対しての問いがありますが、調査票を持ち帰った子だけ

についてとなると、なんでこんなことを聞かれるのかと思ってしまいます。「こ

れは自分の中では躾だ」という選択肢もあって、そこについてはみんな意識が違

うとは思いますが、なぜこの設問があるのかという疑問があります。 
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【子ども相談課・阿部課長】 

この設問は確かに調査票を持ち帰ったお子さんに関してではなくて、一般論で

ということは申し上げた方がいいかもしれません。 

子ども相談課では児童虐待はやってはいけない、この言動が虐待だ、という周

知を図っています。そこで、この行動や言動が虐待にあたるのかどうか、市民の

皆さんの意識を伺いたく、課内で協議し選択肢を作成しました。15 の選択肢中、

４つ虐待ではないものが入っています。 

例えば、１番の「顔を叩いた」、２番の「お尻を叩いた」のところで意識の違

いがあるかどうか。これはどちらも身体的虐待です。でも意識として、顔はダメ

だけどお尻はいいと思っている保護者がいるのかどうかを知りたいです。その

意識を把握することによって、「それも虐待です。叩いていいことは絶対にあり

ません。」と周知をさらに進めることができます。もっと言うと、「万引きをした

から二度としないように叩いた」ですが、これも虐待です。叩くのは身体的虐待

なのです。それを知りたくてこの設問を入れました。 

 

【鎌田委員】 

９番「親のわいせつな本やアダルトビデオを居間の棚にしまっておいた」は虐

待ですか。 

 

【子ども相談課・阿部課長】 

これは性的虐待です。 

 

【鎌田委員】 

10 番の「授業参観に参加しなかった」は、運動会や文化祭でもいいのでは。授

業参観に限定しないでほしいです。 

 

【事務局・山本】 

授業参観等と修正します。 

 

【菅原委員】 

お話を聞いて、設問の趣旨が分かりました。アンケートの意味があると思いま

す。 

虐待についての設問が保護者にしかありませんが、子どもからの意識は聞かな

くても良いでしょうか。 

 

【子ども相談課・阿部課長】 
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児童虐待という強い者から弱い者への意識があったので、保護者への設問とし

ました。お子さんの意識もできれば調べたいと思いますが、なかなか選択肢が難

しいというのがあります。 

 

【太田委員】 

校長時代にあったのですが、子どもは自分が悪いからお母さんはやったのだと

思います。子どもに虐待かどうかと聞いても、「自分が悪いから」と思う子がほ

とんどだと思います。 

 

【事務局・山本】 

実は、初めは子ども本人の調査票にも同様の設問を入れていたのですが、太田

委員のおっしゃるとおり、実際に自分が悪いと思ってしまう子が多いとなると、

子どもにこの設問を入れる意味が薄いのではないかということで削除しました。

代わりに子どもの調査票問 13、問 14 を設けました。問 13 で「あなたはおうち

の人からきつい言葉で怒られたり、強くたたかれたり食事をもらえなかったり

したことがありますか」で、「ある」と該当した子は、問 14 で相談先を聞いてい

ます。実際に、つらいことがあった場合に相談先があるか無いかのほうが重要で

はないかということで、用意しました。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。池田委員お願いします。 

 

【池田委員】 

５ページの問 22 の「その他」とは、どの範囲のどんな対象者を想定していま

すか。主におじいちゃんやおばあちゃんなどの親族や、血縁の関係ないパートナ

ーでしょうか。複雑な家庭の方などで、「その他」にあたる方が複数人いた場合

の答え方が難しいと思いました。 

 

【事務局・山本】 

問１で「１．子どもの父親」「２．子どもの母親」「３．その他の保護者」の選

択肢があり、「３．その他の保護者」は複雑な家庭環境や親と暮らせない子ども

に配慮した選択肢です。問１で「その他」に○をした方が、問 22 にも「その他」

が無いと答えようがないと考え、入れています。その他が複数名いた場合までは

想定していません。 

確かに「Ｃその他」について何か条件をつけないと、そのご家庭は誰について

答えるのかとなってしまう可能性がありますね。 
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【㈱名豊・糸魚川】 

事務局の説明した通りで、問１でその他と回答した人が問 22 で回答できるよ

うに配慮したのですが、逆に考えると、問１で１番もしくは２番と回答した人が、

問 22 で「その他」は誰だろうと思ってしまう可能性がありますので、「（Ｃ）そ

の他」については、問１で「３．その他の保護者」と回答した人のみ答えてくだ

さいと注釈を入れた方がいいかと思います。 

 

【池田委員】 

その方が分かりやすいと思います。 

 

【箕輪会長】 

注釈を入れる修正をお願いします。 

 

【会田委員】 

問 11 ですが、泣き声通報が多いという話を聞いたことがありますが、そのよ

うな内容の選択肢は入らないのでしょうか。 

 

【子ども相談課・阿部課長】 

泣き声は非常に微妙で、ただ泣いているだけのこともあります。あとは発達障

害を抱えているお子さんだと、どうしても上手くいかないことがあって、その泣

き声があるイコール虐待とは限らないので、入れていないという見解です。 

 

【会田委員】 

例えば親がママ友とずっと話をして子どもがずっと泣いたりぐずったりして

いるというように、外を歩いていると子どもが泣いていても、相手にしない親御

さんもいたりするので、質問しにくいことかと思いますが、どうかな、と思いま

した。 

 

【子ども相談課・阿部課長】 

仮に選択肢に入れたときに、我々からすると非常に微妙です。泣いている子を

置いてお話をしているのも、レベルだと思いますが、その方が眠れるとか、別に

そんなの５分ぐらい放っとけばいいという判断なのかが非常に微妙です。 

 

【箕輪会長】 
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ありがとうございます。鎌田委員いかがですか。 

 

【鎌田委員】 

特にありません。 

 

【箕輪会長】 

間弓委員いかがですか。 

 

【間弓委員】 

特にありません。 

 

【箕輪会長】 

２ページの問９の「２．この子を産んでよかったと思える」ですが、ステップ

ファミリーや、必ずしも産んでいないお母さん、それから養子縁組で子どもを育

てている場合もあるので、「この子を育てて」の方がいいかなと思います。「産ん

で」にした意図は何ですか。 

 

【間弓委員】 

問 11 の 15 番にも「あなたを産まなければよかった」と、問９と似た内容の選

択肢があり、私は親としてなぜここまで言われるのかとすごく感じてしまった

部分があります。 

 

【箕輪会長】 

問９について、この言葉に何か意図はありますか。 

 

【太田委員】 

実の子ではない子もいますね。その場合にも、親は傷つきますよね。産んでは

いないけど自分は親でやっているという人もいますから、実際に。 

 

【箕輪会長】 

自分の子ではないけれど、自分の子として愛情を持って育てているご家庭は一

杯あって、それも国として進めていこうというときです。 

 

【間弓委員】 

問 11 の 15 番も「一緒にいられて良かったと思える」という表現で良いかと思

いますが。 
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【子ども相談課・阿部課長】 

問 11 の 15 番のお話が今あったので、「あなたを産まなければよかった」は絶

対にみんな虐待だと思うだろうと思い入れました。これは絶対に言ってはいけ

ない一言なので、自分の産んだ子に。それであえて入れました。 

 

【間弓委員】 

問９「産んでよかった」と問 11 で「産まなきゃよかった」という表現が、ち

ょっと不愉快でした。親として、何故このアンケートはここまで産むことにこだ

わっているのかと感じてしまいました。 

「あなたを産まなければよかった」が虐待の言葉に当たるのであれば、問 11

の 15 番を残して、問９の「産む」の部分の言葉を変更してもいいのではないか

と思います。 

 

【箕輪会長】 

この問 11 も「あなたを産まなければよかった」という言葉を使わなくてはい

けないのですか。ステップだとしても、「いなければよかった」と実子ではない

子に言うのは、虐待になりますよね。だとしたら、いろんなご家庭に対応できる

ように「いなければよかった」という表現の方が良いのではないでしょうか。 

 

【子ども相談課・阿部課長】 

「あなたがいなければよかった」の方が、表現がいいかもしれませんね。 

 

【事務局・岡本課長】 

問９の２番は「この子を産んでよかったと思える」から「子どもと一緒にいら

れてよかった」に、問 11 の 15 番は「あなたを産まなければよかったといったこ

とがある」から「あなたがいなければよかったと言ったことがある」に修正する

ということでよろしいですか。 

 

【箕輪会長】 

そのようにしていただけたらと思います。 

それから５ページのお子さんの親の就労等のところですが、「親」でなくて「保

護者」の方が良いと思います。 

では、次に中学生本人用で資料６です。中学生本人用については、小学生用と

設問は同じで、文言だけ中学生用に変更しているとのことですが、中学生用でお

気づきの点があれば、教えていただけたらと思います。挙手でお願いしたいと思
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います。いかがでしょうか。 

 

【菅原委員】 

１つ質問です。文言が同じということは、今小学生用で出た意見が、中学生の

子ども保護者の両方に反映されるという理解でよろしいですか。 

 

【事務局・山本】 

 そのとおりです。 

 

【箕輪会長】 

他にいかがでしょうか。 

 

【伴副会長】 

問 15 について、「おうちの人と遊ぶ」や、「近所の人に遊んでもらったり」と

いうのは、中学生向けの表現にした方が良いと思います。 

 

【増田委員】 

問 15 は、本来は遊んでもらうより遊んであげるという表現だと思います。「小

学生の子どもと遊んであげたり」とした方が自然かもしれません。 

 

【箕輪会長】 

「関わったり」というイメージでしょうか。 

 

【事務局・岡本課長】 

１回戻って問 15 の３番の確認ですが、「おうちの人や」をとって「友達と、

自然の中で遊ぶこと」というかたちで、よろしいということですか。 

 

【増田委員】 

３については、個人的にはこのままでいい気がします。今の中学生は我々が想

定しているよりもかなり幼いというか、自然の中で遊ぶのは多分遊んでいない、

大人の人がいないと。 

逆に４は、小さい子と遊んであげることを、我々は答えとして期待しているの

で、「遊んでもらう」という表現が年齢にあっていないのではないかと思っただ

けです。 

 

【事務局・山本】 
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「遊んでもらったり」という表現が変であれば、さっき会長おっしゃったよう

に、近所の人と関わったり交流を持ったりの方がよろしいですかね。 

 

【事務局・岡本課長】 

近所の人と交流があるという事だと思います。 

 

【箕輪会長】 

「おうちの人」というのは、幼いと思いますので、「おうち」を「家族」に全

部変えていただければ、そこは解決されるかと思います。 

 

【箕輪会長】 

それではよろしいでしょうか。では、次に中学生保護者用です。資料７につい

て、先ほど小学生の所でいただいた意見が、そのまま反映されます。それ以外の

部分についてお気づきのことがありましたら、挙手をお願いします。 

 

【太田委員】 

子どもが保護者の回答を預かり提出するということですが、「自分の親は何を

考えているんだ。」と絶対子どもはなるでしょう。自分の中学生を振り返ってみ

ても、親が何を考えているのかと、私なら絶対見ます。 

中学２年生となると反抗期です。親の考えが調査票に書かれているわけですよ

ね。子どもが親の回答を見て、「うちの親はこんな風に考えていたのか」となっ

た場合、これを巡って親子のトラブルの引き金になります。 

よかれと思って市はアンケートをやっていますが、トラブルになった場合を考

えたときに、そこまで市が責任を担保できるのか。私が親だったら、書いてすぐ

ポストに入れてしまいます。 

 

【事務局・岡本課長】 

保護者用調査票の冒頭で、「ご記入がすみましたら、返信用封筒（お子様が持

ち帰ったときの封筒）に入れて、封かんのうえ、お子さんの担任の先生へご提出

ください」と記入しています。「封かん」ではなく「糊付けのうえ」として、子

どもに見えないように、必ず糊付けして出してもらえるようにした方がよろし

いですか。 

 

【事務局・山本】 

それでも破ってしまって見てしまうことがあるということですよね。 
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【太田委員】 

一番激しく親に抵抗している子のレベルを考えたら、「勝手に破って見るんじ

ゃないよ」と絶対になると思います。そういう子を考えたときに、「自分のこと

はこんな面倒見ないのに、親は何を書いているのだ」となると、大変な家庭環境

の家であればあるほど、子どもは何を書いてあるかを見るのではないかと思い

ます。 

 

【池田委員】 

子どもが回答を見たら、多分学校には提出しないですよね。開けてしまったこ

とが分かってしまうから、捨てます。 

 

【太田委員】 

その辺に捨てる可能性は高いです。 

 

【事務局・岡本課長】 

回収方法を、学校を通じてだけに限定しないで、例えば市役所に封をしたもの

をお届けいただくことも、選択肢に必ず入れた方がいいということですか。 

 

【増田委員】 

ニーズ調査は投函ですよね。小学５年生と中学２年生は、子どもから親に先生

へ手渡しですよね。ニーズ調査と同じ方法を取ることは可能ですか。 

 

【事務局・岡本課長】 

今からは難しいです。予算の関係もあり、このかたちでやる方向で準備を進め

ています。投函よりは学校を通じて回収したほうが回収率がいいと思っていた

ものですから、郵送で返ってくることは想定していなかったです。 

受け取り方法として、学校に提出していただくとともに行政サービスセンター

等の窓口での調査票の受け取りは可能だと思います。 

 

【鎌田委員】 

中学生は、子どもを介さないで、保護者から直接学校に提出するという方法は

いかがですか。 

 

【事務局・岡本課長】 

配布方法としては、お子さんを通じて配るのはいいと。回収方法はその選択肢

に、お子さんを通じてではなくて、親が直接学校に持ってくる方法をとるとか、
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支所なり市役所に直接届けていただくことで、選択肢を増やす方がいいですか。 

 

【太田委員】 

安全策をとった方はいいのではないですか。 

 

【増田委員】 

私は全て親が投函だとは、勝手に勘違いで今みたいに確かに違ったので。太田

さんのいう通りではないかと思いますけど。子ども手渡しでできるご家庭と、そ

れはちょっと危なそうだから投函した方がいいと選択する、あるいは学校に近

いから直接持っていく選択肢があった方が。全て子どもを通してやるのは危険

ですよね。 

 

【事務局・岡本課長】 

太田先生、実は校長会や役員会でも配布回収についての説明をしています。子

どもを通じて配布し、回収は保護者に回答を催促する必要は無いので、子どもが

持って来たら先生に受け取ってもらうだけと説明しています。市役所に持って

来ると言うと、最初の説明とは違ってしまうのですが、そのくらいの変更は校長

会などでご了解いただけるものでしょうか。 

 

【太田委員】 

それはありだと思いますね。込み入った家庭のあったときに、トラブルがあっ

たときに、と考えると配慮は必要ですので。 

 

【箕輪会長】 

市役所へも保護者自身の判断で、保護者が自分で切手貼って出すことは構わな

いですか。 

 

【事務局・岡本課長】 

それは別に構いません。切手さえ貼れば郵送することは可能です。 

 

【事務局・岡本課長】 

それでは、配慮として、子どもを通じて学校へ提出以外に、親が学校へ直接持

って来たときも先生に受け取っていただく、市役所西別館２階でも受け取る、と

いうような回収方法を追加し、調査票にも記載します。 

 

【箕輪会長】 
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そのように配慮していただくことで、お願いしてもよろしいですか。他に中学

生保護者用アンケートで何かありますでしょうか。 

 

【事務局・岡本課長】 

資料６の中学生本人用の４ページの問 15、４番の表現を確認したいです。近

所の人に何かをしてもらったり遊んだりすることというような表現でよろしい

でしょうか。 

 

【箕輪会長】 

してもらうだけではなくて、してあげることもあるのが増田委員のご意見だっ

たので、してもらう方からしてあげる方に変わる過渡期なので、ということのニ

ュアンスが伝わる表現の方がいいと思います。 

 

【菅原委員】 

「近所の人と関わり、何かを教わったりすること」はいかがですか。近所や公

民館で、おじいちゃんおばあちゃんの中に入っていって、絵を教えてもらったり

してすごく喜ばれたりとか、そういう関わりがある子の話を聞いたたことがあ

って。 

 

【事務局・岡本課長】 

「近所の人と関わったり教えてもらったりしたことはありますか」という表現

でよろしいでしょうか。 

 

【事務局・中場】 

例えばですが、近所の大人や自分よりも年下の子もいますよね。なので「近所

の人（子）と関わったり、教えてもらったり教えたりすること」という表現はど

うですか。 

 

【増田委員】 

十分いいと思いますよ。中学２年生に「遊んでもらう」の表現はやめてほしい

なということだけなので。 

 

【箕輪会長】 

この設問は社会教育に関する設問ということでしたが、どれくらいの地域、範

囲を想定しているのでしょうか。本当に自分が住んでいる所での近所の話なの

か、それとも我孫子市は社会教育に関する事業をいろいろとしていますよね。そ
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ういったことまで含んでの地域なのか。 

 

【事務局・岡本課長】 

近所という表現を使っているところをみると、幅広くはないですね。 

 

【事務局・山本】 

これは近所ではなくて、地域の方がいいですね。会長がおっしゃったように、

市全体や地区という広い単位で見ている事業なども多いので。中学生になって

自ら活動する側に立ったときに、活動場所は近所とは限らないとも思いますの

で、ここは地域と修正します。 

 

【箕輪会長】 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 

【増田委員】 

近所や地域というのは、どのくらいの面積の表現なのかということですが、例

えば中学校でいうと、中学校区で地域分けされてるではないですか。自治会単位

なのか。事務局としてはどのくらいの大きさを想定していますか。 

 

【事務局・山本】 

何らかの社会とのつながりがあるのかどうかを計るための設問で、具体的な大

きさは想定していません。社会とのつながりを表すために、近所という表現を使

っていました。 

 

【増田委員】 

近所だろうが地域だろうが、社会とのつながりということですよね。 

 

【事務局・山本】 

はい。ただ、中学生くらいだと、近所と言われた場合と地域と言われた場合で、

イメージするものが違ってくるのではと思います。そこで、幅広く社会とのつな

がりがあるかという点で考えたときに、地域という表現にした方が、近所も含ま

れて意味が広くなると考えました。 

 

【箕輪会長】 

そのように修正をお願いします。他に意見はありませんか。 

では調査票については、こちらで終了とします。 
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― 休憩 ― 

 

 

（２）認定こども園等の利用定員について 

【箕輪会長】  

次に、議題②認定こども園等の利用定員について、保育課から説明をお願い

します。 

 

【保育課・星次長】 

 お時間いただきありがとうございます。 

 来年４月から、幼稚園２園が幼稚園型認定こども園と施設型給付施設の幼稚

園となり、子ども子育て新制度へ移行予定ですので、子ども・子育て会議のご

意見をお伺いします。 

資料８の１ページ目、子ども・子育て支援新制度における認可定員と利用定員

についてです。認可定員とは、特定教育及び保育施設で特定地域型保育事業の

設置にあたり、適正な手続きを経て認可された定員のことです。 

利用定員とは、子ども・子育て支援法第 27 条第 1項の市町村の確認において

定め、給付費、これは委託料ですが、私立幼稚園、保育園等ありますので、そ

の単価水準を定めるものを利用定員と言います。 

 次に、利用定員を設定するための必要な手続きですが、給付費（委託料）を

決めるにあたって我孫子市が利用定員を決定しなければなりません。利用定員

を決定するにあたり、必要な手続きとして（1）我孫子市子ども・子育て会議

からの意見聴取が必要になっております。子ども・子育て支援法３２条第２項

に規定する特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは予め、子ど

も・子育て会議の意見を聞かなければならない、となっておりますので、ご意

見を伺い、手続きの流れになります。次に（2）千葉県知事への届け出です。

以前は千葉県知事への協議であったものが、法令改正により千葉県知事への届

け出に変更になりました。子ども・子育て支援法３１条第３項に規定する特定

教育・保育施設の利用定員を定めたときは千葉県知事へ届け出なければならな

い、とされています。 

法改正前の方法に疑問があり、地方からの意見も踏まえ、子ども・子育て会

議に意見を伺った後は、再度県知事と協議するのではなく、届け出する形に変

更になりました。 

 利用定員の設定における考え方ですが、１つ目、施設・事業所からの申請に

基づき我孫子市が確認の手続きの中で設定します。基本的に認可定員を超えて
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の利用定員の設定はありません。 

２つ目に、全国一律の基準設定は我孫子市にはありません。 

３つ目に、利用定員は認可定員に一致させることを基本と考えています。 

４つ目に、恒常的に利用人員が少ない場合は、認可定員を超えない範囲内で利

用状況を踏まえて設定することにしています。運営上、認可定員と利用定員が

同じことが望ましいのですが、幼稚園などは認可定員よりも利用定員が減って

いることを踏まえると、委託料（施設型給付費）の単価を変えないと赤字経営

になってしいますので、そのような場合は直近の実利用実績と今後の見込み等

を踏まえて適正に設定していくことになります。 

次に、利用定員の設定と算出方法ですが、１つ目、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の利用定員は認可定員と同数を基本と考えております。２

つ目、利用定員は、１号は教育ニーズ、２号・３号は保育ニーズになり、それ

ぞれ各年齢別に設定することにしています。ただし、保育標準時間の 11 時間

利用できる方と短時間の８時間利用できる方の区分設定は行いません。 

３つ目、特定教育・保育施設において利用定員の変更があった場合、認可定員

を上限として過去３年間の３月１日現在の実利用人員の平均以上の数で、施

設・事業者からの申請により我孫子市が確認し、設定することにしています。 

４つ目、新設の施設や種別の変更及び増築を行った施設の利用定員は、実際の

利用児童数より設定する形にしています。 

今回の利用定員の設定についてはこの４つ目です。新設の施設ということで

の施設の利用定員は実際の利用児童数による設定ということで、２ページをご

覧ください。平成 31 年４月開園の幼稚園型認定こども園、幼稚園の利用定員

についてご説明いたします。 

まず、幼稚園型認定こども園わだ幼稚園です。設置者は学校法人和田学園、

所在地は我孫子市布佐 1275 番地、構造は鉄筋コンクリート２階建て、事務所

部分が増築で木造平屋建て、延べ床面積 1065.83 ㎡、事務所部分は 59.62 ㎡、

開園予定は平成 31 年４月１日に移行する予定で手続きを進めています。近く

には 29 年度に幼保連携型認定こども園となった布佐宝保育園があります。幼

稚園型認定こども園ですので幼稚園認可日が昭和 49 年３月４日に認可を得

て、昭和 49 年８月１日からこれまで幼稚園として運営されてきました。昭和

49 年４月１日の認可定員は 285 人に設定にされています。実際に認可を取り消

すわけではないので幼稚園認可の施設として来年の４月以降も運営されますの

で、認可定員は 285 名に変更はありません。しかし、現在の入園数は 122 人で

す。現員 122 人を踏まえて 31 年度の利用定員については、１号、３歳から５

歳の幼稚園ニーズは各学年を 40 人ずつの 120 人、２号の保育ニーズの対応は

各学年５人の 15 人、合計 135 人の利用定員で考えております。２号の利用定
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員は、すでに 7時から 7時までの延長保育等も行っており、隠れ保育ニーズが

概ね各学年 5名ということの設定です。 

 続きまして湖北白ばら幼稚園は、幼稚園のまま、平成 31 年４月１日から子

ども・子育て支援新制度へ移行することになります。設置者は学校法人湖北白

ばら学園、我孫子市中峠村下１番２号、木造平屋建て、延べ床面積 1,336 ㎡、

幼稚園認可日は昭和 47 年３月 15 日、開園は昭和 47 年４月１日から、認可定

員は 210 人です。現在は 153 人が入園しています。11 月に来年度の申し込みが

スタートしており、現在の申し込み状況を踏まえ、利用定員は、３歳を 44

人、４歳、５歳を各 60 人、合計 164 人で考えています。 

この２園が子ども・子育て支援法に基づく新制度への移行になります。 

今年度から、ひかり幼稚園、つくしの幼稚園、湖北台幼稚園、の３園に加え

て、わだ幼稚園と湖北白ばら幼稚園が新制度へ移行することになり、市内幼稚

園 10 園のうち５園が新制度へ移行することになりました。 

参考までに、国の考える私立幼稚園の新制度への移行とは、平成 27 年度に

子ども・子育て支援法が施行され、基本的には幼稚園も保育園も新制度に移行

してほしい考えでスタートしています。当初は市内すべての幼稚園が新制度へ

移行しない考えがありましたが、この４年間の状況を見て新制度へ移行されて

いる状況です。新制度への移行で変わる部分は、幼稚園は今まで、それぞれの

家庭の収入に関係なく一律の保育料を支払っていただき、後で就園奨励費補助

金としてキャッシュバックするシステムでしたが、家庭の収入に応じた保育料

を収める形になります。保護者にとっても月々の負担が変わってくると思いま

す。 

また、幼保連携型認定こども園とは、幼稚園認可と保育園認可をもった施設

です。幼稚園型認定こども園は、幼稚園認可を残しつつ保育ニーズに応えるた

めに認定こども園になる施設です。説明は以上となります。 

わだ幼稚園と湖北白ばら幼稚園の利用定員についてご意見お願いいたします。 

 

【箕輪会長】  

 ありがとうございます。子ども・子育て支援新制度へ移行することについ 

て、ご質問やご意見などありますか。  

 

― 意見等なし ― 

 

【箕輪会長】  

それではこの２園について、説明のとおり、子ども・子育て支援新制度へ移

行することでよろしいですね。 
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次に移ります。本日は、子ども部各課からの報告は、前回の会議から時間が

経っていないためありません。その他で何かありましたらお願いします。 

 

【事務局・中場】 

 調査票につきまして、本日いただいたご意見により修正し、市長・副市長に報 

告後印刷します。意識調査は今年中に各学校に配布し、３学期にお子さんと親御 

さんに調査票が渡るとともに調査の実施になります。ニーズ調査は年明けに発 

送いたします。 

次回子ども・子育て会議では、６事業評価のまとめに入っていきます。 

開催時期は２月下旬から３月上旬を予定していますので、皆様から提出いただ

く日程調整表をもって日程を決めたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【箕輪会長】 

以上で本日予定していた議題は、すべて終了しました。 

これで第４回子ども・子育て会議を閉会といたします。 

長時間にわたりお疲れ様でした。 

 

 

 


